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2011.3.1 第3回 観光経営マネジメント教育推進WG 

教育・研究者向けセミナーの概要（案）（観光庁・首都大学東京・東京都 主催） 

教育・研究内容の高度化を図るため、観光経営マネジメント分野における国内外の先駆者（教育者・研教育 研究内容の高度化を図るため、観光経営 ネジメント分野における国内外の先駆者（教育者 研
究者）を招聘し、最新の研究をもとにした講義や教育方法に関する講義を行う。また、後述の「実務者向究者）を招聘し、最新の研究をもとにした講義や教育方法に関する講義を行う。また、後述の 実務者向
けセミナー①」の科目の一部を提供することで、内容の充実を図る。けセミナ ①」の科目の 部を提供することで、内容の充実を図る。

実施時期  実施場所 

平成２３年９月中旬～１０月中旬 日本国内５箇所程度（主要３都市・地方都市２箇所を想定）平成２３年９月中旬～１０月中旬 日本国内５箇所程度（主要３都市・地方都市２箇所を想定） 

カリキュラムカリキュラム 

回あたり 程度 グ・１回あたり１０コマ程度（観光経営･マーケティング・統計･会計･リスク管理･ＭＩＣＥ・ケースメソッド 等）

夜 程度 集中 程度・平日夜間コース１日２コマ×５日程度 or 昼間集中コース１日４・５コマ×２・３日間程度

講 師 対 象講    師  対    象 

海外４名（下表）、国内６名を想定 大学の教育・研究者を中心に、実務者にも開放 海外 名（下表）、国内 名を想定

教授名 大学名 専門分野 備考

大学 教育 研究者を中心 、実務者 も開放

教授名 大学名 専門分野 備考 

Rosen College of Hospitality 現役で観光分野の学術研究発表数が一番多く、当分野の世界

Abraham Pizam 
Rosen College of Hospitality 
Management, University of 観光経営

トップクラスの研究者。 
ホスピタリテイ経営分野では世界トップクラスのInternational

g , y
Central Florida 

観光経営 
ホスピタリテイ経営分野では世界トップクラスのInternational 
Journal of Hospitality Management編集長。Journal of Hospitality Management編集長。

Conrad Hilton College of Hotel 
Stowe Shoemaker and Restaurant Management, 

U i it f H t
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ サービスマーケテイング分野の最先端の研究者の一人。 

University of Houston 
Rosen College of Hospitality 観光 ホスピタリティ分野では 日本人として唯 の米大学での

原 忠之

Rosen College of Hospitality 
Management, University of 観光統計

観光・ホスピタリティ分野では、日本人として唯一の米大学での
正規教員。原 忠之 Management, University of 

Central Florida
観光統計 正規教員。 

日本での観光経営マネジメント教育普及の必要性の提唱者。 

D b h B it
Rosen College of Hospitality 
M t U i it f MICE

MICEの第一人者。 
全米で唯 の 学士号プ グラムであるB h l f S i iDeborah Breiter Management, University of 

Central Florida
MICE 全米で唯一の 学士号プログラムであるBachelor of Science in 

Event Managementを立ち上げた

2

Central Florida Event Managementを立ち上げた。 
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実務者向けセミナー①の概要（案）（観光庁・首都大学東京・東京都 主催） 

平成２３年度に首都大学東京に開設される「観光経営副専攻コース」の一部を実務者向けの内容に編成平成 年度に首都大学東京に開設される 観光経営副専攻 ス」の 部を実務者向けの内容に編成
し、提供する。し、提供する。 
前述の「教育・研究者向けセミナー」と科目を共有することで、内容の充実を図る。前述の 教育 研究者向けセミナ 」と科目を共有することで、内容の充実を図る。

実施時期  実施場所実施時期

前期：平成２３年７月下旬（前期） ８月下旬（後期）

実施場所 

首都大学東京秋葉原キャンパス前期：平成２３年７月下旬（前期）・８月下旬（後期） 首都大学東京秋葉原キャンパス 

対 象対    象 

実務者（ 年 実務経験）を中心 部教育 究者 も開放実務者（１０～１５年の実務経験）を中心に、一部教育・研究者にも開放 

カ キ ムカリキュラム 

５０コマ（１日５コマ×１０日間コマ×２期）５０ マ（１日５ マ １０日間 マ ２期） 

分野 主な内容分野 主な内容 

観光概論 関係行政機関からの講師による 国・自治体の観光政策についての講義観光概論 関係行政機関からの講師による、国・自治体の観光政策についての講義 

鉄道・航空・旅行・宿泊・飲食・レジャー等 観光関連企業のトップによる 各企業の主
観光産業論 

鉄道・航空・旅行・宿泊・飲食・レジャー等、観光関連企業のトップによる、各企業の主
要事業分野の経営に関する講義要事業分野の経営に関する講義 

観光経営論
大学講師・専門家による、経営戦略・マーケティング戦略・ブランド戦略・IT戦略等につ

観光経営論 
いての講義 

大学講師・専門家による 会計管理・財務管理・人材管理・リーダーシップ・リスクマネ
企業管理論 

大学講師 専門家による、会計管理 財務管理 人材管理 リ ダ シップ リスクマネ
ジメント等についての講義ジメント等についての講義
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実務者向けセミナー②の概要（案）（XXX 主催／観光庁 協力） 

今年度も実施した「観光経営マネジメント研修」を引き続き実施する今年度も実施した「観光経営マネジメント研修」を引き続き実施する。 

実施時期実施時期 

平成２３年夏～秋頃

実施場所実施場所 

東京２回・大阪１回・名古屋１回を想定 

対 象対    象 

実務者（マネジメント知識初級者）を中心に、一部観光産業への就業希望者にも開放 

カリキュラム 

・１０コマ（１日５コマ×２日間）・１０コマ（１日５コマ×２日間） 

・「マーケティング」「財務」「会計」「統計分析」「人材マネジメント」 等 

理論講義＋ケ スを用いたグル プワ ク ディスカッションの構成・理論講義＋ケースを用いたグループワーク・ディスカッションの構成
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平成22年度 観光経営マネジメント研修平成22年度 観光経営マネジメント研修  
アンケ ト結果アンケート結果 アンケ ト結果

2011.3.1 第3回 観光経営マネジメント教育推進WG 

受講者の属性 受講者の属性

１）年齢(N=192) ２）性別(N=192) ３）就業状況(N=192) ４）職種(N=172)１）年齢(N 192)  ２）性別(N=192) ３）就業状況(N 192)  ４）職種(N 172) 

受講生の年代別では40代（36%）が多く次いで 30代（28%） 50代（18%）の順となった 実際にマネジメント層にい受講生の年代別では40代（36%）が多く次いで、30代（28%）、50代（18%）の順となった。実際にマネジメント層にい
る人、または、今後マネジメント層になる可能性がある層からの受講が多いことが分かる。る人、または、今後マネジメント層になる可能性がある層からの受講が多いことが分かる。 

性別では圧倒的に男性が多い（77%）結果となった。性別では圧倒的に男性が多い（77%）結果となった。
就業状況では「就業中」（90%）と回答した人が全体の9割近くにのぼっている。 就業状況では 就業中」（ %）と回答した人が全体の 割近くにのぼ て る。
「就業中」と回答した人の職種内訳では、「旅館・ホテル」（27%）、「旅行業」（16%）、観光関係団体（13%）の順に多

く、観光に関連した職業に従事している人が多く受講したことが分かる。一方で、「その他」と回答した人の中には、
教育、情報・出版、技術サービス、広告代理店など観光関連産業にとどまらず幅広い層からの受講が明らかとなっ
た。 
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研修全体について研修全体に いて

１）本研修の受講目的（複数回答）(N 192) ２）本研修全体の満足度（単 回答）(N 192)１）本研修の受講目的（複数回答）(N=192)  ２）本研修全体の満足度（単一回答）(N=192) 

最も多いのは「現在の業務に関連して視野を広げる 「大変満足 （ ）と「満足 （ ）を合わせると全体最も多いのは「現在の業務に関連して視野を広げる
ため」（79 7%）であり 全体の8割程度にあたる 次いで

「大変満足」（22%）と「満足」（57%）を合わせると全体
の 割程度の人が本研修に「満足 と回答している 具ため」（79.7%）であり、全体の8割程度にあたる。次いで、

「自身のキャリアアップに必要であったため」（31 8%）と
の8割程度の人が本研修に「満足」と回答している。具

体的な意見としては 「経営者を対象とした話が多い「自身のキャリアアップに必要であったため」（31.8%）と
なっている。本アンケートに回答した人のうち、9割が

体的な意見としては、「経営者を対象とした話が多い」
など マネジメント層に特化したプログラムを提供した点なっている。本アンケ トに回答した人のうち、9割が

「就業中」と回答しており、現在の業務に役立てる目的
など、マネジメント層に特化したプログラムを提供した点、
「経験で行ってきたことを理論的に理解できた」や 「業就業中」と回答しており、現在の業務に役立てる目的

で本研修を受講した人が多いことが分かる。 
「経験で行ってきたことを理論的に理解できた」や、「業
務を体系的にとらえ 整理ができた」など 本研修が務を体系的にとらえ、整理ができた」など、本研修が、
日頃の業務を学術的なアプローチから整理する機会と日頃の業務を学術的なアプロ チから整理する機会と
なった点などが評価された。なった点などが評価された。 

「不満」や「やや不満」と回答した人の意見では、「物「不満」や「やや不満」と回答した人の意見では、「物
足りなかった」、「内容が浅い」「個人的には習得済みの足りなかった」、 内容が浅い」 個人的には習得済みの
内容だった」など、受講生のレベルとプログラムに期待内容 」な 、受講 グラ 期待
する内容に乖離がある場合に満足度が下がる傾向が
みられた。 
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研修全体について研修全体に いて

３）次回への参加意向（単一回答）(N=192)  ４）受講料（単一回答）(N=192) 

回答した9割程度の人が「ぜひ参加したい」「条件が合 本研修は無料で実施したが、仮に「受講料が有料で
えば参加したい」となっており、次回への参加意向は高 ある場合」を問う設問では、「有料でも参加したい」と回
いことが分かった。 

が ば

答した人が全体の4割程度となっており、「無料であれ
ば参加 た （ ）を上回る結果とな た「条件が合えば参加したい」と回答した人の意見では、

「旅行業者 視点から 研修があれば参加した な

ば参加したい」（30%）を上回る結果となった。

「旅行業者の視点からの研修があれば参加したい」な
どに見られる 「職種別 分野別研修 や 「各レベルにどに見られる、「職種別・分野別研修」や、「各レベルに
応じた研修プログラムが展開されれば」などの「レベル応じた研修プログラムが展開されれば」などの「レベル
別研修」など 受講タ ゲットや目的を明らかにし 提供別研修」など、受講ターゲットや目的を明らかにし、提供
するプログラムと 受講者の期待やニーズに乖離がなするプログラムと、受講者の期待やニーズに乖離がな
い研修を求める意見が見られた その他 「具体的に活い研修を求める意見が見られた。その他、「具体的に活
用できる理論であれば」「業務に有益か」など業務に有用できる理論であれば」「業務に有益か」など業務に有
益な研修を希望する声や、「日程が合えば」「業務に支益な研修を希望する声や、「日程が合えば」「業務に支
障がない時間帯に開催されるなら」など、業務との兼ね障がない時間帯に開催されるなら」など、業務との兼ね
合いによるという意見が見られた。 
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研修全体について研修全体に いて

５）研修開催時間帯（単一回答）(N=192)  ６）研修への参加率（単一回答）(N=192) 

研修開催時間帯としては今回研修を実施した6会場 研修への参加率を問う設問では、「ほぼすべて」と回
（東京・大阪、名古屋・山形・福岡・札幌）の開催形式で 答した人が全体の7割以上となった。土日を利用した終
ある「週末（土・日）終日」が最も多く、全体の4割程度と
な る 次 月 東京開催形式 ある「

日開催により集中的に受講可能であったことが、モチ
がなっている。次いで1月の東京開催形式である「平日

（月 金）夜間 ( )とな ている
ベーションの維持につながったのではないかと考えられ
る（月～金）夜間」(23%)となっている。

「その他 と回答した人の中では 「平日昼間 と回答

る。 

「その他」と回答した人の中では、「平日昼間」と回答
した人も多く見られた また 開催時間帯や曜日以外にした人も多く見られた。また、開催時間帯や曜日以外に、
開催形態として「集中講義」を望む意見も見られた開催形態として「集中講義」を望む意見も見られた。

今回のように社会人が受講生の中心である場合 週今回のように社会人が受講生の中心である場合、週
末集中講義もしくは 平日夜間講義の2パターンが主な末集中講義もしくは、平日夜間講義の2パタ ンが主な

開催形式としてあげられるが 地域や業種によって柔開催形式としてあげられるが、地域や業種によって柔
軟に対応することが必要であると考えられる。軟に対応することが必要であると考えられる。
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今後の研修へむけた取り組み 今後 研修 むけた取り組み

アンケートでの意見 今年度の課題 今後の対応策アンケ トでの意見  今年度の課題 今後の対応策

研修参加者のレベルにばらつ
きがあると思うので ある程度レ 受講生のレベルと提供する期

受講生のレベル別カリキュラムの提供
受講生に研修受講前に経験やスキルを自己きがあると思うので、ある程度レ

ベル別に分ける必要もあると思う
受講生のレベルと提供する期
待するプログラムの内容に乖離

‐受講生に研修受講前に経験やスキルを自己

診断できるシート等を作成し 自分のレベルとベル別に分ける必要もあると思う。 

対象者をしぼりこみ、参加者の
待するプログラムの内容に乖離
がある場合に満足度が下がる

診断できるシート等を作成し、自分のレベルと
プログラムの内容を意識して参加できる仕組タ対象者をしぼりこみ、参加者の

レベルや参加目的別の講師を選
がある場合に満足度が下がる
傾向がみられた。 

プログラムの内容を意識して参加できる仕組
みづくりを行う。 

タ
ー

定すべきだと思う。 
業種別カリキュラムの提供

ー
ゲ
ッ

対象を絞って専門的なお話の
ホスピタリティ分野全般を広く浅
く網羅するカ キ ムは初心

業種別カリキュラムの提供
‐業種別に科目を選択できる仕組み 

ッ
ト対象を絞って専門的なお話の

方を聞きたい。今回はホテル関
く網羅するカリキュラムは初心
者にとっては 満足度の高いプ

業種別 科目を選択 きる仕組み
‐カリキュラムモデルをもとに業種別カリキュラ

ト
の
明係者への内容が多く感じた。 

旅行関係者向け 情報が少な

者にとっては、満足度の高いプ
ログラムとなった反面、業種別

ムの検討、研修の開催 明
確旅行関係者向けの情報が少な

かった

ログラムとなった反面、業種別
の専門的な内容を求める受講 地域性を考慮したカリキュラムの検討 

確
化かった。 

生への対応に課題が残った。 
考 検

‐地域によって企業の規模や形態が異なるた
化 

め、受講者層に合わせた柔軟なプログラム提
供供 

各講義の最初に、この分野の各講義 最初 、 分野
知識を得ることで、どのようなメ

研修をトータルで受講すること 研修目的の明確化
リットがあるかを具体的に示すと、
参加者のモチベ ションが高ま

研修をト タルで受講すること
によって得られる知識やスキル、

研修目的の明確化
‐習得できるスキル、目指す人材像などを明らかにして

参加者のモチベーションが高ま
るのではないか。

よ 得られる知識や キ 、
人材像を明確にすることに課題
を残 た

習得できる キル、目指す人材像な を明ら して
募集する。 るのではないか。 

今回のセミナーを通して、育成
を残した。 ‐講義の冒頭にブリーフィングを行う。 等

今回 ナ を通 、育成
したい人材像を明確にすべき。 

グループワークの時間がもっと
あってもよい

講師と受講生、受講生同士など
双方向性を意識した講義を取り

グループワーク時間の充実 
あってもよい。 

２コマのうち１コマ前半を講義
双方向性を意識した講義を取り
入れ 好評を得た一方 座学と

時間 充実
‐講義時間に基づいたカリキュラム内容の絞り込み 

グ プ
２コマのうち１コマ前半を講義

にし、２コマ目をディスカッション
入れ、好評を得た 方、座学と
の時間バランスや、運営の仕方

‐座学1コマ＋グループワーク1コマなどの計画的な時
間配分の上での講義運営

、 目をディ ッシ ン
にした方が効果的。 

時間 ラン や、運営 仕方
に課題を残した。 

間配分の上での講義運営 
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